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中止・延期など変更の場合があります。最新情報は市 HP (ホームページ)や
中止・延期など変更の場合があります。最新情報は市 HP (ホームページ)や
ご来場の際は、感染対策を徹底のうえお越しください。

楽しむ
東雲公園
バラが見ごろを迎えます

中世ヨーロッパをイメージさせるバ
ラ園を囲む回廊とのロマンチックな
調和が魅力です。
場所 東雲公園(堺区東雲西町1丁9)
日程 5月中旬～6月上旬

学

花と緑がいっぱい
フォトコンクール

FAX245-0069)

友好都市東吉野村・ふるさと村
自然体験と温泉を楽しもう！

大和川水辺の楽校まつり

スポーツ推進課
(☎228-7437 FAX228-7454）

ウェブサイト堺いきもの情報館
「堺で発見！いきものクエスト」

毎月出題するテーマの生き物を堺で
撮影し、
サイトに投稿しませんか。
期間 5月2日～
来年1月31日
詳しくは
同館 (QRコード)参照
環境共生課
(☎228-7440

FAX228-7317)

健康福祉プラザの教室
クレイクラフト教室
日時 6月7日、7月5日、8月2日
13〜15時

▼

募集 堺 市 民 オ
リンピック校 区
代表
日程 10月10日
(祝日)
競技 ソフトボール、
バレーボール、卓
球、陸上、ゲートボール、グラウンド・
ゴルフ
応募方法など詳しくは各校区のス
ポーツ推進委員へ

ふるさと村
(☎0746-43-0413
FAX0746-43-0500)

誰でもパティシエ！お菓子教室
日時 6月12日(日)15～16時30分

▼

堺市民オリンピック
参加者を募集

ふるさと村で、新緑の大自然を満喫
してみませんか。
要申込 有料
詳しくはふるさと村
(QRコード)参照

季節の家庭料理教室
日時 6月18日(土)10～12時

同委員会(☎FAX232-3964)か
観光推進課
(☎228-7493 FAX228-7342)

さまざまなテーマから選べます
生涯学習まちづくり出前講座
市職員が地域
に訪問し、暮
らしに身近な
課題や生活に
役立つ講座を
行います。
テーマ 95種類
詳しくは市
（区）
役所市政情報センター
（コーナー）
にある
パンフレットか市
(QRコード)参照
生涯学習課
(☎228-7631

FAX228-8070)

生涯学習市民講座
「私たちの生涯学習」
日時 6月18日
（土）13時30分～15時
場所 堺市総合福祉会館
(堺区南瓦町2‐1）
有料 要申込 5月2日から先着順
詳しくは市
(QRコード)参照

生涯学習課
(☎228-7631

FAX228-8070)

▼

大和川水辺の楽校協議会事務局
（☎070-5503-6261)か
河川水路課
（☎228-7418 FAX228-7868)

健康福祉プラザ市民交流センター
(☎275-5017 FAX243-0330)

Twitterで文化芸術情報を発信！
堺アーツカウンシル
（堺市文化課）

堺アーツカウンシルは文化芸術活動
をサポートする組織です。
各種イベントや補助金など文化芸術
に関する情報を発信します。
詳しくはTwitterか市 参照

Twitter

図書館司書がやって来る！
「親子いっしょにえほんひろば」

テーマ 大航海時代と三好一族
講師 天理大准教授・天野忠幸さん
日時 6月18日(土)13～16時
場所 顕本寺(堺区宿院町東４丁１-30)
要申込 6月8日までに元長忌実行委
員会へ。先着順

大浜公園事務所
(☎232-1489 FAX228-8897)

日時 5月5日(祝日)10～13時
場所 大和川公園・河川敷
(堺区香ヶ丘町5丁）
内容 丸太切り体験、
キッズダンスなど
詳しくは市 (QRコード)
参照

ぶ

第10回元長忌法要と記念講演会

あなたが想う市
内の花や緑の魅
力的なスポット
を募集します。
期間 5月1日～
9月4日
応募 堺 市 公 園
協会 にある応
募用紙で
堺市公園協会
(☎245-0070

(問合せ先)へご確認ください。
(問合せ先)へご確認ください。 堺市 イベント中止延期

ホームページ

堺アーツカウンシル
（文化課内
☎228-7143 FAX228-8174）

多文化交流プラザ・さかいの講座
①中国文化講座・中国語講座
「基礎編」受講生募集
内容 中国出身の講師による講座。
講師は中国語で授業します。
日時 6月7日～8月9日の火曜日(全
10回) 18時30分～20時
要申込 5月16日まで
詳しくは堺日中友好協会事務局(多
文化交流プラザ・さかい内)へ
②英会話教室初級クラス
内容 ネイティブ講師による講座。
日本人アシスタントがサポート。
日時 6月2日～8月4日の木曜日（全
10回）18時30分～20時
要申込 5月13日まで
詳しくは堺・バークレー協会事務局
(多文化交流プラザ・さかい内)へ
①②の内容など詳しくは
市 (QRコード)参照
同プラザ
(☎340-1090

FAX340-1091)

図書館の職員がふるさと納税の寄附
金で購入した絵本パックと一緒に地
域の子育てに関わる団体の集まりに
参加します。
対象 市内の育児・保育に関わる団体
要申込 詳しくは図書館 か図書館
にあるチラシ参照
中央図書館
(☎244-3811

FAX244-3321)

関西大学との地域連携講座
小学生のためのあたらしいあそびの場
日時 5月22日14〜16時、6月12・26
日10〜12時
要申込
詳しくは関西大学
(QRコード)参照

同大学堺キャンパス事務室
(☎229-5024 FAX229-5082)か
政策企画部民間活力導入担当
(☎228-0289 FAX222-9694)

新緑香る日本庭園で
写真撮影のテクニック磨きませんか
写真家の奥田基之さんと一緒に、日
本庭園を散策しながら、初心者向け
の撮影スキルを学びます。
日時 5月14日(土)10～11時30分
場所 大仙公園日本庭園
(堺区大仙中町)
有料 要申込 5月3日から
先着順
大仙公園日本庭園
(☎FAX247‐3670)

在大阪インドネシア共和国総領事館
ディアナ総領事への質問を募集
質問・疑問などい
ろいろな聞きたい
ことを募集しま
す。
総領事のプロフィ
ールなど詳しくは
市 参照
質問内容は日本語
か英語で。
選ばれた質問と回答は後日市 で
掲載。
対象 市内在住・在学の
小・中・高・大学生、専門学校生
要申込 6月30日まで
詳しくは市 (QRコード)
参照
アセアン交流推進室
(☎222-7343 FAX228-7900)

